
＜たまる、たまらない＞ 

 

貯め方 

使い方 

考え方 

金融商品の買い方 

 

 

１： 

お金を貯めることが目的 

お金を使う目的が明確 

 

お金が貯まる人は、お金を使う人 

貯まらない人は、お金を使わない人 

 

通帳を毎日見ない人（仕組みがある） 

通帳を毎日見る人（あたまに入っていない） 

 

家計簿を手書きもしくはエクセルなど（内訳理解、内省） 

家計簿を簡単アプリ（結局見ない） 

 

クレジットカードが少ない 

クレジットカードが多い 

 

ポイントカードはほとんどない 

ポイントカードがたくさん 

 

小銭用の貯金箱がある 

小銭は使う 

 

お金は使い方だと思っている 

お金は稼ぎ方だと思っている 

 

取引先・業者を大切にして味方にする 

取引先・業者をいじめる 

 

１０： 

営業マンと対等で教えてもらおうとする 

営業マンを見下して、罵倒する 

 

上司を上手に使う 

上司に使われる 



 

 

お金が貯まる人は、飲み会を投資と考える 

貯まらない人は、飲み会を楽しみ・お付き合いと考える 

 

お金が貯まる人いは、小銭・端数を気にしない 

お金が貯まらない人は、小銭・端数まで気にする 

 

貯まる人の買い物の基準は必要性 

貯まらないの買い物の基準は見栄や人からの評価 

 

貯まる人は、自分にとって何が幸せかを理解している 

貯まらない人の幸せは、他人から幸せだねとわれることで、その為に情熱とお金を傾ける 

 

貯まる人は、お金が好き 

貯まらない人は、お金があればいいな 

 

お金が貯まる人の趣味は、 

お金が貯まらな人の趣味は、携帯ゲーム 

 

お金が貯まる人は、絶対にリボ払いは使わない 

お金が貯まらない人は、リボ払い・キャッシングを多用する 

 

お金が貯まる人は、自分の人生 

お金が貯まらない人は、会社人生と思っている 

 

２０： 

お金が貯まる人は、うまい話しはないと思っている 

お金が貯まらない人は、自分だけの話が存在すると思っている 

 

経営者・自営業者 派手な人は実はお金はあまりない 

地味な人ほど、実はお金を持低いる 

 

お金が貯まる人は、バイキング形式はあまりいかない 

お金が貯まらない人は、バイキングを好む 

 

お金が貯まる人は、時間＞お金 

お金が貯まらない人は、お金＞時間 

 

お金が貯まる人は、情報を収集している 

お金が貯まらない人は、途中で勉強を怠る 

 



お金が貯まる人は、経験を買うことを惜しまない 

お金が貯まらない人は、形に残らないもの以外は渋る 

 

お金が貯まる人は、危機感が強い 

お金が貯まらない人は、 

 

 

高いものを長く使用  

安いものを買い替えて使用  

 

長期的にみた総資産額で判断  

目の前の金額の大小で判断  

 

好みがハッキリしている人  

流行りものが好きな人  

 

３０： 

定期的に運動をする人  

運動不足な人  

 

必要だから買う人  

安いから買う人  

 

自分の優先順位がわかっている人  

人の意見に流されやすい人  

 

臨機応変に対処できる人  

不安症な人（万一の時の為に不要なものを溜め込む）  

 

整理整頓できる人  

整理整頓できない人 

 

 

お金が貯まる人は、金額の大小で判断せずにそこから得られる価値を考える 

お金が貯まらない人は、必要であっても高額になると買わない 

 

お金が貯まる人はオープン 

お金が貯まらない人は、雑 

 

お金が貯まる人は精算・会計がスマート 

お金が貯まらない人は、もたつく 

 



お金が貯まる人は、スーパーでカートは使わず、 

貯まらない人は、カートを使う 

 

 

お金が貯まる人は、貯蓄し 

お金が貯まらない人は、節約に励む 

 

 

４０： 

お金が貯まるひとは常に勉強をし 

貯まらない人は、現状ですべて把握していると思う 

 

お金が貯まる人は、事前に準備をし 

貯まらない人は、その場面に遭遇してから動き出す 

 

 

お金が貯まる人は、将来対策をし 

お金が貯まらない人は、ギャンブルになる 

 

お金が貯まる人は、全体を考え 

貯まらない人は、枝葉にこだわる 

 

お金が貯まる人は、なぜ増やすのかを考え 

貯まらない人は、お金を単純に増やせると考える 

 

お金が貯まる人は、理想と現実をしっている 

お金が貯まらない人は、理想か現実化のどちらかしか見ない 

 

お金が貯まる人は、先を見る 

お金が貯まらない人は、過去を見る 

 

構造的にお金が貯まりづらいのが、若者 

勝手にお金が貯まるのが、金持ちの子供 

 

お金が貯まる人は、いろんなことをケースとして想定する 

貯まらない人は、１パターンしか見えない 

 

 

 

５０ 

お金が貯まる人は、年収を考え 

貯まらない人は、手取りを気にする 



 

お金が貯まる人は、世界を見る 

貯まらない人は、日本がすべて 

 

お金が貯まる人は、基本的な社会常識を見につけている 

貯まらない人は、実はあまり何も知らない 

 

 

お金が貯まる人は、しっかりと考えて生きている 

貯まらない人は、なんとなく生きている 

 

 

お金が貯まる人は、目標が明確 

貯まらない人は、目標という言葉を知らない 

 

お金が貯まる人は、ライフプランを考える 

貯まらない人は、投資商品から考える 

 

お金が貯まる人は、できると思う 

お金が貯まらない人は、できないと思う 

 

お金が貯まる人は、どうやったらできるかを考える 

貯まらない人は、できない理由を探す 

 

お金が貯まる人は、長期で物事を考える 

貯まらない人は、目先にとらわれる 

 

 

６０ 

お金が貯まる人は、安定することなどほとんどないと考え 

貯まらない人は、どうやったら安定するか、今にしがみつくかを考える 

 

お金が貯まる人の直感は、経験に基づき 

貯まらない人の直感は、ほんとうにただの思いつき 

 

お金が貯まる人は、数字に強い人がお金が貯まると思っていない 

貯まらない人は、数字に強くないとお金が貯まらない思っている 

 

 

お金が貯まる人の、９９×９９の答えは、１００００ 

貯まらない人の９９×９９の答えは、９８０１ 

 



お金が貯まる人は、概算で計算し 

貯まらない人は、不必要なまでに細かく計算する 

 

お金が貯まる人は、常に課題を抱え 

お金が貯まらな人は、常に不安に苛まれている 

 

お金が貯まる人の計画は、行動を伴い 

貯まらな人の計画は、立てた段階で終焉を迎える 

 

お金が貯まる人は、計画とは変化へ対応するものと考え 

貯まらない人は、計画とは、、、、きっちりやるべきと思いこみ、自分で自信を失う 

 

 

お金が貯まる人は、氷山は出ている部分より水面下が大きいことを知っている 

貯まらない人は、氷山を見て、以外に小さいと思う 

 

７０ 

お金が貯まる人は、プライドは成長の阻害要因と考え 

貯まらない人は、プライドが全面に出る 

 

お金が貯まる人は、見方を探し 

貯まらない人は、敵を探す 

 

お金が貯まる人は、おおむね自分の人生に満足し 

貯まらないひと、常に不平不満を言う 

 

お金が貯まる人は、ライフプランの後にマネープランが来るが 

貯まらない人は、マネープランが先に来て、その次に商品が来る 

 

お金が貯まる人の夢は、具体的で 

貯まらない人は、夢は寝ているときにみるもの、という 

 

 

お金が貯まる人は、まずなんでも調べてみる 

貯まらない人ほど、食わず嫌いする 

 

 

お金が貯まる人は、相手と信頼関係を築くことを重視し 

貯まらない人は、相手を出し抜こうとする 

 

お金が貯まる人は、お金に対して良いイメージを持ち 

貯まらない人は、お金に対して実はよいイメージを持っていない 



 

お金が貯まる人は、支出を減らすことも大切にする 

貯まらない人は、収入を増やすことしか考えない 

 

 

８０ 

お金が貯まる人は、家計簿を大切にする 

貯まらない人は、家計簿をバカにする 

 

 

お金が貯まる人は、自分の悪い癖を修正できる 

貯まらない人は、癖は治らないものだと決めつけている 

 

お金が貯まる人は、自身の年収を知っている 

貯まらない人は、手取り金額も把握していない 

 

お金が貯まる人は 収入―貯蓄＝支出 

貯まらない人は 収入―支出＝余ったら貯蓄 

 

お金が貯まる人は、仕組みを作り貯蓄し 

貯まらない人は、切り詰めて節約しようとする 

 

 

お金が貯まる人は、若いころから貯めはじめ 

貯まらない人は、老いて気づく 

 

 

お金が貯まる人の財布は４つで 

貯まらない人の財布は、１つ 

 

 

お金が貯まる人は、生命保険は本当に必要か？と考え 

貯まらない人は、生命保険に入っているから大丈夫と考える 

 

 

お金が貯まる人は、生命保険の商品設計を理解し 

貯まらない人は、保険料の高い安いを気にする 

 

 

９０ 

お金が貯まる人の生命保険は三角形 

貯まらない人の保険は、四角形 



 

お金が貯まる人は、国と自治体の制度を知っている 

貯まらない人は、何も知らない 

 

お金が貯まる家族は、専業主婦の妻が生命保険に入り 

貯まらない家族は、会社員の夫が生命保険に入る 

 

お金が貯まる人は、就業規則を読む 

貯まらない人は、就業規則の存在を知らない 

 

お金が貯まる人は使えるものを探し、しっかりと活用する 

貯まらない人は、、調べようとしない 

 

 

お金が貯まる人は、給料をマーケットバリューと考え 

貯まらない人は、給料は関係ない、やりがいだ！などといい始める 

 

 

お金が貯まる人は、親へは恩返しをし 

貯まらない人は、親を軽視、もしくは甘える 

 

お金が貯まる人は、自分の世代の状況をしっかりと把握していて 

貯まらない人は、親の言うことを鵜呑みにする 

 

お金が貯まる人は、生命保険は早く入らないと入れなくなると感じ 

貯まらない人は、生命保険は早く入らないと、保険料があがると考える 

 

１００ 

お金が貯まる人は、保険を重視し 

貯まらない人は、自分に限ってそんなことは、と考える 

 

お金が貯まる人は、死亡保険に入りたがり 

貯まらない人は医療保険に入りたがる 

 

 

お金が貯まる人は、まさか、に備え 

貯まらない人は、まさか、は起こらないと考える 

 

 

お金が貯まる人は、高い医療保険に入り、 

貯まらない人は、医療保険は安ければよいと考える 

 



お金が貯まる人は、保険は大切な金融商品と考え 

貯まらない人は、保険をお守りと考える 

 

 

お金が貯まる人は、医療保険は、医療行為の選択に使い 

貯まらない人は、医療保険を入院代の補填と考える 

 

 

お金が貯まる人は、予防に力を入れ 

貯まらない人は、病気になってから考える 

 

 

お金が貯まる人は、人の話をよく聞き 

貯まらない人は、自分の意見を言う 

 

 

お金が貯まる人は、お金にも働いてもらう 

貯まらない人は、働くのはいつも自分 

 

 

１１０ 

お金が貯まる人は、お金の労働環境に気を配り 

貯まらない人は、劣悪な労働環境と指示をお金に対して行う 

 

お金が貯まる人は、お金の給料（金利）を意識し 

貯まらない人は、給料の低い場所でお金を働かせる 

 

お金が貯まる人は、必要な失敗をし 

貯まらない人は、不要な失敗をする 

 

 

お金が貯まる人は、転んでもただでは起きず 

貯まらない人は、転んだ過去を嘆く 

 

お金が貯まる人は、誰かの為にお金を貯め 

貯まらない人は、自分の為にお金を貯めようとする 

 

 

 

お金が貯まる人は、情報を行動へ結びつけ 

貯まらない人は、情報を感情へ結びつける 

 



 

お金が貯まる人は、メリットとデメリットをバランスよく見て 

貯まらない人は、メリットかデメリットのどちらかを過度に見る 

 

 

お金が貯まる人は、世界を舞台にし 

貯まらない人は、世界はテレビにとどめる 

 

 

お金が貯まる人は、税金に対してシビアで 

貯まらない人は、税金をしらないか、しょうがないと思っている 

 

 

１２０ 

お金が貯まる人は、国を格付けで判断し 

貯まらない人は、行きたいかどうかで判断する 

 

お金が貯まる人は、日本は大丈夫だと考えて 

貯まらない人は、日本やばいっしょ、とコメントする 

 

お金が貯まる人は、日本で外貨預金はせずに 

貯まらない人は、日本で外貨預金することが海外投資と勘違いしている 

 

お金が貯まるひとは、出口を意識し 

貯まらない人は、入口しか見ない（入口も見ない） 

 

お金が貯まる人は、商品で選び 

貯まらない人は、人だけで選ぶ 

 

お金が貯まる人は、調べて確かめる 

貯まらない人は、信じるか疑うまま 

 

お金が貯まる人は、日本の金融機関は小さいと感じ 

貯まらないひとは、日本の金融機関は大きく、世界最強と思っている 

 

お金が貯まる人は、７０％を目指し 

貯まらない人は、完璧にやろうとする 

 

 

お金が貯まる人は、１石 5鳥 

貯まらない人は、１石１鳥 

 



１３０ 

お金が貯まる人は、１００言われたら２００準備し 

貯まらない人は、５０しかできませんでした、と謝る 

 

お金が貯まる人は、源泉徴収票をしっかりと管理し 

貯まらな人は、それってなんだ？となる 

 

お金がたまるひとは、時間を大切にする 

貯まらない人は、時間を軽視する 

 

お金が貯まる人は、年利３％は意外と難しいと感じ 

お金が貯まる人は、月利３％を欲しがる 

 

お金が貯まる人は、うまい儲け話は絶対にないと知っている 

貯まらない人は、うまい話と感じずに、ラッキーと思ってしまう 

 

お金が貯まる人は、資産運用は人それぞれの形があると考え 

貯まらない人は、資産運用はお金持ちがすることと考える 

 

お金が貯まる人は、リスクとリターンを考え 

貯まらない人は、ノーリスク・ハイリターンを求める 

 

お金が貯まる人は、自分の理解レベルを高めることに努力し 

貯まらない人は、１００点満点の金融商品を探すことに奔走する（存在しないのに） 

 

お金が貯まる人は、想定外を想定し 

貯まらない人は、想定できると勘違いし、想定しない 

 

 

１４０ 

お金が貯まる人は、行動しないリスクを一番恐れ 

貯まらない人は、行動することのリスクを恐れる 

 

お金が貯まる人は、リスクが変動幅だと考え 

貯まらない人は、リスクは損をすること、と考える 

 

お金が貯まる人は、リスクを理解し、うまく付き合っていくが 

貯まらない人は、ただただ恐れる 

 

お金が貯まる人は、今も将来もバランスよく考え 

貯まらない人は、今か将来かどちらか極端にしか見ない 

 



お金が貯まる人は、少額から運用し 

貯まらない人は、運用するためのお金を貯めようとする 

 

お金が貯まる人は、資産運用は計画的に行うもので 

貯まらない人は、資産運用は一か八かのギャンブルと捉える 

 

お金が貯まる人は、銀行だけにお金に置いておくことに抵抗を感じ 

貯まらない人は、銀行だけにしかお金を置かない 

 

お金が貯まる人は、失敗を糧にし 

貯まらない人は、失敗＝悪、とする 

 

お金が貯まる人は、資産運用をしても本業もしっかりと励み 

貯まらない人に限って、デイトレーダーのようになる（中途半端に） 

 

１５０ 

お金が貯まる人は、将来不安を冷静に分析し 

貯まらない人は、すぐに国や会社のせいにする 

 

お金が貯まる人は、用語の意味を正確に理解する為に勉強し 

貯まらない人は、聞いたことがある言葉をあたかも理解しているかのごとく使う 

 

お金が貯まる人は、プロの力を借りる 

貯まらない人は、ひとりでできるもん、と走り出し、困って、人に迷惑をかける 

 

お金が貯まる人は、人への感謝を忘れず、 

貯まらない人は、恩を仇で返す 

 

お金が貯まる人は、歴史を大切にし 

貯まらない人は、自分が開拓者だと勘違いする 

 

お金が貯まる人は、銀行も企業だと考え 

貯まらない人は、銀行は絶対つぶれない、国みたいな存在と認識している 

 

お金が貯まる人は、人のアドバイスを重宝し 

貯まらない人は、アドバイスを聞くくせに、実行しないし覚えていない 

 

お金が貯まる人は、「頭の理解」」と「心の準備」を大切にし 

貯まらない人は、どちらかで判断する 

お金が貯まる人は、相手の経験を聞き 

貯まらない人は、相手からうまい情報を引き出そうとする 

 



１６０ 

お金が貯まる人は、相手の話を自分なりに解釈し 

貯まらない人は、相手の話を鵜呑みにする 

 

お金が貯まる人は、完璧がないことを理解しており 

貯まらない人は、自己解釈に基づくいびつな形の完璧を追い求める 

 

お金が貯まる家族は、子供に知識と経験を残す努力をし 

貯まらない家族は、親子関係が悪い 

 

お金が貯まる人は、金融商品を使う人のことを考え 

貯まらない人は、買っている自分のことを考えている 

 

お金が貯まる人は、行動をする 

貯まらない人は、動かず評論ばかりする 

 

お金が貯まる人は、情報提供者に感謝をし 

貯まらない人は、情報提供を当り前だと思っている 

 

お金が貯まる人は借金をうまく活用し（よい借金） 

お金が貯まらない人は、借金を毛嫌うか、借金にめちゃくちゃにされる（悪い借金） 

 

お金が貯まる人は、子供に奨学金の意味を教え 

貯まらない人は、子供の学費に悩む 

 

お金が貯まる人は、支出の 3大項目がいつも同じで 

貯まらない人は、毎月支出が大きい項目が異なる 

 

１７０ 

お金が貯まる人は、住宅購入時に安易に頭金を入れない 

貯まらない人は、とにかく頭金をいれたがる 

 

お金が貯まる人は、親からの援助金は、親の為に使う 

貯まらない人は、親からの援助を、遠慮なく使う 

 

お金が貯まる人は、不労所得はないと考え 

貯まらない人は、不労所得を目指す 

 

 

 

 

 



 

 

要点を捉えたら動きだす(スピーディー) 

端々まで気にする 

 

どうしたら現状を超えられるか考える(目的から手段を考える) 

現状の中で一番良い方法を考える(現状で可能な手段の中から考える) 

 

目的をみる(努力) 

目標をみる(作業) 

 

自分を知っている(努力する) 

自分を過信する(楽したい) 

 

リスクを許容できる 

リスクのないものを探す(結局なにもできない) 

 

失敗を次に活かして再挑戦する 

失敗を人のせいにして閉じ籠る 

 

常に改善する 

一度の決定で満足 

 

自分で意思決定する 

決定を人任せにする 

 

 

貯まる人、優先順位で支払い 

たまらない人、遭遇順に支払う 

 

 

欲しいときに買う 

必要になったとき買う 

 


